
令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県 事業主体 交付⾦事業の名称 交付⾦事業の概要 総事業費 交付⾦充当額 交付⾦事業の実施場所

岐⾩県 瑞浪市 義務教育修了前児医療費⽀援事業 ⼩学⽣及び中学⽣に対する通院及び⼊院にかかる医療費の⼀部負担⾦の助
成 65,761,922 58,000,000 瑞浪市⼀円

岐⾩県 瑞浪市 クリーンセンター管理運営事業 ごみ焼却施設運営業務委託、電気料、燃料費 282,523,489 248,854,424 瑞浪市⽇吉町

岐⾩県 瑞浪市 常備消防運営事業 消防職員54名給与12ヶ⽉分 239,679,217 230,000,000 瑞浪市⼟岐町、陶町

岐⾩県 御嵩町 御嵩町⽴教育関連施設運営事業 町⽴教育関連施設職員4名給与10ヶ⽉分 15,391,056 13,388,000 御嵩町御嵩、御嵩町中

岐⾩県 ⽩川村 保育園運営事業 保育⼠給与5名給与10ヶ⽉分 17,937,198 16,000,000 ⽩川村⼤字荻町　他1件

岐⾩県 ⽩川村 診療所運営事業 医師・看護師3名給与10ヶ⽉分 16,774,079 16,440,000 ⽩川村⼤字鳩⾕　他1件

岐⾩県 ⽩川村 保健推進事業 保健師・栄養⼠2名給与10ヶ⽉分 3,734,708 3,734,708 ⽩川村⼀円

岐⾩県 下呂市 消防ポンプ⾃動⾞購⼊事業 CD-Ⅰ型消防ポンプ⾞1台 21,274,000 18,980,000 下呂市⽥⼝

岐⾩県 下呂市 ⼩型動⼒ポンプ積載⾞購⼊事業 ⼩型動⼒ポンプ積載⾞2台 14,410,000 12,780,000 下呂市⾦⼭町岩瀬　他1件

岐⾩県 下呂市 ⼩型動⼒ポンプ購⼊事業 ⼩型動⼒ポンプ3台 6,528,600 6,230,000 下呂市東上⽥　他2件

岐⾩県 ⼋百津町 保育所運営事業 保育所保育⼠等職員18名給与10ヶ⽉分,臨時職員5名給与10ヶ⽉分 65,829,967 60,352,484 ⼋百津町⼋百津　他2件

岐⾩県 御嵩町 御嵩町⽴施設運営事業　保育園・保健センター 保育園職員12名給与11ヶ⽉分、臨時職員19名給与11ヶ⽉分、保健セン
ター職員7名給与11ヶ⽉分 103,486,023 94,556,024 御嵩町御嵩　他3件

岐⾩県 御嵩町 御嵩町⽴施設運営事業　児童館 児童館指定管理委託料、9ヶ⽉分 10,564,815 9,000,000 御嵩町中、伏⾒

岐⾩県 御嵩町 義務教育就学児福祉医療助成事業 ⼩学⽣及び中学⽣に対する通院及び⼊院にかかる医療費⼀部負担⾦の助成 28,464,641 22,300,000 御嵩町⼀円

岐⾩県 ⼟岐市 消防署運営事業 消防職員64名給与10ヶ⽉分 178,645,900 174,000,000 ⼟岐市肥⽥浅野笠神町　他１件

岐⾩県 ⼟岐市 保育所運営事業 保育所保育⼠43名給与・調理員10名給与10ヶ⽉分 118,807,000 111,500,000 ⼟岐市下⽯町　他7件

岐⾩県 ⼟岐市 環境センター運営事業 環境センター職員31名給与10ヶ⽉分 83,153,000 79,771,240 ⼟岐市泉町久尻

岐⾩県 ⾶騨市 ⾶騨市消防署運営事業 消防職員56名給与7ヶ⽉分 97,959,300 89,540,000 ⾶騨市古川町⾼野　他2件

岐⾩県 七宗町 七宗町⽴保育園運営事業 保育⼠9名給与7ヶ⽉分 15,824,900 12,533,000 七宗町上⿇⽣,神渕

岐⾩県 ⼋百津町 ⼩型動⼒ポンプ付積載⾞購⼊事業 ⼩型動⼒ポンプ積載⾞1台の購⼊ 9,130,000 7,000,000 ⼋百津町上牧野

岐⾩県 可児市 可児市⽴兼⼭保育園運営事業 園⻑・保育⼠7名給与6ヶ⽉分 11,309,933 6,830,016 可児市兼⼭

岐⾩県 恵那市 消防署運営事業 消防署職員77名給与9ヶ⽉分 215,383,600 200,000,000 恵那市⻑島町正家　他４件

岐⾩県 恵那市 こども園運営事業 保育教諭等57名給与9ヶ⽉分 143,898,000 117,860,500 恵那市⻑島町中野　他11件

岐⾩県 美濃市 美濃市清掃センター運営事業 清掃業務従事者11名給与4ヶ⽉分 11,331,600 4,400,000 美濃市⼀円
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岐⾩県 川辺町 川辺町第１こども園運営事業 園⻑・保育教諭11名給与4ヶ⽉分 10,841,600 6,521,000 川辺町中川辺

岐⾩県 ⾼⼭市 ごみ処理施設運営事業 清掃職員17名給与7ヶ⽉分 34,354,200 30,000,000 ⾼⼭市三福寺町、久々野町

岐⾩県 ⾼⼭市 消防施設運営事業 消防職員21名給与7ヶ⽉分 48,916,100 39,224,000 ⾼⼭市奥⾶騨温泉郷、荘川

岐⾩県 中津川市 中津川市⽴保育園運営事業 園⻑・保育⼠18名給与7ヶ⽉分 36,338,400 30,000,000 中津川市落合　他3件

岐⾩県 美濃加茂市 防災備蓄倉庫整備事業（下⽶⽥福祉避難所⽤備蓄倉
庫設置） 防災備蓄倉庫の設置費 4,866,400 4,702,000 美濃加茂市加茂野町　他1件

岐⾩県 ⽩川町 保育園運営事業 保育⼠14名給与7ヶ⽉分 24,028,000 19,883,000 ⽩川町和泉　他4件

岐⾩県 関市 保育園運営事業 保育⼠7名給与6ヶ⽉分 10,705,800 8,433,000 関市洞⼾通元寺　他1件

岐⾩県 恵那市 ごみ処理施設運営事業 エコセンター職員28名給与6ヶ⽉分 54,386,200 42,007,000 恵那市⻑島町

岐⾩県 可児市 可児市⽴めぐみ保育園運営事業 園⻑・保育⼠10名給与6ヶ⽉分 14,987,100 7,500,000 可児市下恵⼟

岐⾩県 本巣市 本巣市国⺠健康保険診療所運営事業 医師３名給与6ヶ⽉分 20,920,800 11,867,000 本巣市神海　他1件

岐⾩県 下呂市 下呂市消防署運営事業 消防職員35名給与6ヶ⽉分 66,406,800 22,766,000 下呂市森　他2件

岐⾩県 揖斐川町 揖斐川町⽴幼児園運営事業 園⻑・保育⼠38名給与6ヶ⽉分 58,621,400 19,400,000 揖斐川町三輪　他7件

岐⾩県 ⽩川村 しゃくなげ荘備品購⼊事業 介護⽤品、洗濯機、什器等１式 17,550,000 15,730,000 ⽩川村⼤字⻑瀬

岐⾩県 瑞浪市 市道希望ヶ丘１３号ほか道路修繕⼯事 排⽔構造物⼯L=140m,横断側溝⼯L=5m,集中桝N=4,舗装⼯
A=446m2,取壊し⼯N=1式 10,620,500 10,132,000 瑞浪市陶内⼤川

岐⾩県 郡上市 市道⽊尾本線改良第7期⼯事 施⼯延⻑L=52m,W=3.0m,⼟⼯N=1式舗装⼯A=191m2,安全施設⼯
L=105m構造物撤去⼯N=1 4,921,400 4,400,000 郡上市美並町上⽥

岐⾩県 ⼋百津町 町道⾕・洞線　舗装補修⼯事 舗装⼯L=390.9m,A=1620m2 28,700,100 28,067,000 ⼋百津町野上


